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Abstract   ScaleCUBIC-1, the newly-developed reagent for tissue clearing and decolorization, 
was trialed on the Malabar grouper (Epinephelus malabaricus), goldlined spinefoot (Siganus 
guttatus), and sapphire devil (Chrysiptera cyanea). After perfusion fixation with 4% 
paraformaldehyde (PFA) from the caudal vein of the Malabar grouper, tissues (brain, heart, 
spleen, liver, intestine, gill, eyes, and muscle) were dissected and post-fixed in 4% PFA at 4˚C 
for 24 hrs, before being immersed in ScaleCUBIC-1. Subsequently, the brain, spleen, 
intestine, gill, and muscle (but not skin or scale) were found to have been completely cleared, 
and the heart and liver partially so. Due to the thickness of the organ, deeper regions of the 
liver were not cleared. The failure of eye-clearing and decolorzation was partially due to 
pigmentation of the former. Similar results were obtained for tissues of the juvenile goldlined 
spinefoot and mature sapphire devil, following immersion in ScaleCUBIC-1 for 5 days. 
Whole body cleaning and decolorzation were also trialed on the goldlined spinefoot and 
sapphire devil. Following removal of the scales and skin, the immersion of specimens in 
ScaleCUBIC-1 for 14 days resulted in successful clearing and decolorzation of the muscles 
of both species. It was concluded that ScaleCUBIC-1 is suitable for clearing and decolorzation 
of fish tissues, including whole body, although modifications in the procedure may be 
required for different fish species. 

*Corresponding author: Faculty of Science, University of the Ryukyus, 1 Senbaru, 
Nishihara, Okinawa 903–0213, Japan (e-mail: takemura@sci.u-ryukyu.ac.jp)

生物組織のイメージングは，組織の構造や特
定分子の空間分布を可視化して，組織を構

成する細胞などの構造的・機能的関連性を明らか
にする技術であり，生物学や医学の分野において
多用されている（Tainaka et al., 2014）．特に神経
細胞が複雑なネットワークを構成している脳では，
一つひとつの神経細胞を調べるだけではなく，細
胞同士のネットワーク全体を観察・解析すること
が必要となり，それらの観察には三次元構造を観
察する三次元イメージングを行うことが望まれる
（Susaki et al., 2014）．
生物組織等の 3次元構造を光学顕微鏡や電子顕

微鏡を用いて解析するためには，連続した切片か

ら得られた構造情報を再構築する必要がある．し
かしながら，この手法は切片作成時の歪みや膨大
な数の切片画像を統合する必要があり，3次元構
造を再構築するための大きな障害となっている．
光学顕微鏡技術の発達と緑色蛍光タンパク質
（GFP）をはじめとする蛍光タンパク質の開発が
相まって，近年では 1細胞解像度の 3次元蛍光イ
メージングが盛んに行われている．例えば，蛍光
断層像の取得が可能な共焦点顕微鏡を用いると，
蛍光タンパク質で標識された生体試料を数十 μm
の深さまで 3次元的に画像取得できる．また，2
光子励起顕微鏡を用いると数百 μmの深さまで可
視化できる．こうした 3次元蛍光イメージング技
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術は生体試料内部の構造を明らかにする上で非常
に有効であるが，生体組織の全体像を明らかにす
るにはまだ十分ではない（今井，2014）．その理
由のひとつとして，蛍光イメージング技術には，
生体試料の表面から深部に向かってどこまで蛍光
を観察することができるかという課題（観察深度
限界）が残されている．例えば，マウスの場合，
皮質とそれよりも脳の深部にある海馬や視床との
神経連絡などを観察するためには，観察深度限界
を数 mmまで広げる必要がある．不透明な生体試
料を透明にすることで観察深度限界を広げること
は可能であり，１世紀以上前から生体試料を透明
化する技術開発が行われてきた（Spalteholz, 
1914）．
生物組織が不透明な理由は，組織内での光の散

乱と吸収により光が直進せず光量が減少すること
に起因する．光の散乱は，生体組織に水，脂質，
タンパク質などの様々な屈折率の異なる物質が存
在するためにおこる（Weissleder, 2001）．一方，
光の吸収は，生体組織に存在する色素（主に赤血
球に含まれるヘモグロビンやミオグロビン，また
メラニン）によるものである（Faber et al., 2003；
Tainaka et al., 2014）．したがって，屈折率を均一
化することと色素の除去が生物試料の透明化の鍵
となる．
不透明な生物試料を透明にするために，有機溶

剤や水溶性溶剤などが用いられてきた（Steinke 
and Wolff, 2001；Tsai et al., 2009；Ertürk et al., 2012；
Zhu et al., 2013）．例えば，ベンジルアルコールと
安息香酸ベンジルの混合液（benzyl alcohol/benzyl 
benzoate：BABB）を用いた手法では，試料をエ
タノールで脱水処理し，組織中の脂質成分を取り
除いた後に屈折率の高い有機溶媒である BABB
溶液で置換する（Dodt et al., 2007）．また，Scale
法はタンパク質変性作用のある尿素，界面活性剤，
およびグリセリンを含む Scale試薬に試料を浸漬
し，タンパク質や脂質などの散乱体の屈折率を下
げて組織を透明にする（Hama et al., 2011）．さら
に Clear, Unobstructed Brain Imaging Cocktails and 
Computational analysis（CUBIC）法は，Scale試薬
を改良して短時間で効率よく透明化を行うことが
できる（Susaki et al., 2014）．CUBIC法は尿素とア
ミノアルコールを加えた脱脂・脱色を目的とした
試薬（ScaleCUBIC-1）と，高濃度の糖に尿素とア
ミノアルコールを加えた屈折率調整試薬
（ScaleCUBIC-2）に試料を浸漬することで透明化
を行う．CLARITY法は , タンパク質をポリアク

リルアミドゲルに架橋した試料を，界面活性剤を
含む緩衝液に漬けて電流を流すことで脂質を取り
除き，その後溶媒の屈折率を調整することで透明
化を行う（Chung et al., 2013）．組織の透明化に開
発されたこれらの手法の多くはマウスの脳を対象
に開発・最適化されている（Marzena et al., 2016）．
Ohnuma et al.（2017）は，赤色素胞のみをもつ小型
のキンギョCarassius auratusなどの透明化を CUBIC
法を用いて行っている．しかしながら，様々な色素
胞を持つ魚種や中・大型魚種への本手法の適応を
検討した例はない．本研究では，熱帯・亜熱帯の浅
海域に分布するヤイトハタ Epinephelus malabaricus
（中型魚），ゴマアイゴ Siganus guttatusの幼魚（小
型魚），そしてルリスズメダイ Chrysiptera cyaneaの
成魚（小型魚）を用いて，CUBIC法における
ScaleCUBIC-1及び ScaleCUBIC-2が様々な色素胞を
持つ魚類の組織や全身の透明化に応用可能かどう
かを調べた．

材 料 と 方 法

実験魚　本研究で用いたヤイトハタは沖縄県栽
培漁業センター（本部町）で種苗生産され，琉球
大学熱帯生物圏研究センター瀬底研究施設（本部
町）の生海水かけ流しの屋内コンクリート水槽（3
トン）で自然日長・自然水温で飼育されていた個
体であった．平均体長と体重は，それぞれ 25.48 
± 0.41 cmと 214.53 ± 13.16 gであった．ゴマアイ
ゴ幼魚は 2016年 8月の新月時に沖縄本島北部の
河川（港川・汀間川）で採集し，同施設の生海水
かけ流しの屋内コンクリート水槽（3トン）で自
然日長・自然水温で飼育されていた個体で，平均
体長と体重は，それぞれ 6.23 ± 0.33 cmと 5.89 ± 
0.35 gであった．飼育中の魚に与えた餌は EP1と
EP2（海産稚魚用栄養強化飼料，日精丸紅試料，
東京）の混合飼料で，毎日午前 10時に飽食量を
与えた．ルリスズメダイ成魚は，2016年 10月に
沖縄県浦添市西洲で手網を用いて採取した個体
で，平均体長と体重は，それぞれ 5.23 ± 0.41 cm
と 2.67 ± 0.48 gであった．採集後のルリスズメダ
イは琉球大学理学部に搬入後に直ちに実験に供し
た．

透明化試薬の調整　本研究では CUBIC法の透
明化試薬である ScaleCUBIC-1試薬を用いた．透
明化試薬の調整は Advanced CUBICのプロトコー
ル（Susaki et al., 2015）に従った．ScaleCUBIC-1
試薬は , 尿素（最終濃度 25wt%），クアドロール（最
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終濃度 25 wt%），トリトン X-100（最終濃度 15 
wt%），そして蒸留水の混合物であった．本研究
では 500 gの試薬を調整する際に，125 gの尿素
（和光純薬，大阪）と 156 gの 80wt%に調整した
クアドロール（東京化成，東京）を 144 gの蒸留
水にホットスターラーを用いて溶解させた．室温
に冷却後，75 gのトリトン X-100（ナカライテスク，
京都）を加え，室温で撹拌・溶解させた後，減圧
デシケーターを用いて脱気・脱泡を行った．

試料調整　ヤイトハタ（n = 6）を 2-フェノキ
シエタノール（関東化学 , 東京）で麻酔した．各
個体の体重と体長を測定した後 , 体重の 1%量の
ヘパリン（1000 U/ml, 和光純薬），続いて同 5%量
の 4%パラホルムアルデヒド（PFA, 和光純薬）を，
ペリスタポンプを用いて流速 0.75 ml/秒で尾静脈
から灌流した．4˚Cで 24時間放置後に各個体か
ら脳，心臓，脾臓，肝臓，腸，えら，眼球，そし
て筋肉を摘出した . 摘出した各組織は，さらに
4%PFA中で 24時間，4˚Cで固定した．
ゴマアイゴ（n = 6）およびルリスズメダイ（n 

= 6）も 2-フェノキシエタノールで麻酔した．体
重と体長を測定した後，脳，心臓，脾臓，肝臓，
腸，えら，眼球，そして筋肉を摘出し，4％ PFA
中で 24時間，4˚Cで固定した．全身を透明化す
る場合には鱗を除去後に皮膚を剥がした．また，
鱗と皮膚の有無が透明化にあたえる影響を評価す
るため，鱗および皮膚を剥がさない個体も用意し
た．いずれの場合も処理後に 4%PFA中で 24時
間，4˚Cで固定した．

透明化処理　本研究では，摘出した各組織を
Advanced CUBICのプロトコール（Susaki et al., 
2015）に従って処理した．
先ず，透明化処理に与える温度の影響（37˚C

と 27˚C）を調べた．ゴマアイゴの組織（脳，心臓，
脾臓，肝臓，腸及び鰓）を両温度の ScaleCUBIC
試薬で処理し，各組織の透明化度を毎日写真記録
し，画像解析ソフトウェア（ImageJ ver. 1.51）を
用いて試料の透明度をグレー値で評価した．肉眼
において組織透明度に差が確認できなかったグ
レー値 10％以内を透明度に差が無いと判断した．
次に，ヤイトハタ，ゴマアイゴ，及びルリスズ

メダイの組織（もしくは全身）の透明化を行った．
透明化処理はすべて 27˚Cで行った．透明化 0日
目に，蒸留水で等倍希釈した ScaleCUBIC-1に組
織（もしくは全身）を浸漬した．24時間処理し
た後，浸漬液を 1× ScaleCUBIC-1に交換し浸漬
した．ScaleCUBIC-1試薬への浸漬はヤイトハタ

の組織では 14日間，ゴマアイゴとルリスズメダ
イの組織では 5日間，そしてゴマアイゴ及びルリ
スズメダイの全身では 14日間行った．なお，脳
を除くすべての組織の浸漬は振盪しながら行った．
試薬の交換は全身では透明化 7日目までは毎日，
その後は 2日ごとに行った．組織では試薬の交換
は毎日行った．なお，ScaleCUBIC-1を用いずに
同処理を行った魚を対照群とした．また，ゴマア
イゴの組織においては ScaleCUBIC-1試薬で脱脂・
脱色後，ScaleCUBIC-2を用いて 24時間浸漬し，
屈折率の調節を行った．

結 果

組織の透明化　ゴマアイゴの各組織を用いて
ScaleCUBIC試薬の温度の影響を調べた．その結
果，原法（37˚C）と本研究（27˚C）では，高温で
の処理で透明化にかかる時間が若干短かったが，
透明度に差は無かった．この結果を受けて，本研
究では熱帯性魚類の生息温度に近い 27˚Cで透明
化処理を行った．
ヤイトハタの組織（脳，心臓，脾臓，肝臓，腸，

えら，眼球，筋肉）を ScaleCUBIC-１で処理し，
処理前（0日目）および処理後（14日目）におけ
る透明化の程度を比較した（Fig.１）．その結果，
いずれの組織も処理前には透明化しておらず，固
定時の組織の色が残っていた．処理後 14日目に
おいて，脳は良好な透明サンプルが得られた（Fig. 
1A）．処理後 14日目の心臓は，血液による色味
が残ったが組織が脱色され，反対側が透過できる
透明度のサンプルが得られた（Fig. 1B）．脾臓（Fig. 
1C），腸（Fig. 1E），えら（Fig. 1F）では十分な透
明化が見られた．肝臓（Fig. 1D）では組織表面と
縁辺部は透明になったが，組織深部にまでの透明
化は見られなかった . 眼球では処理前後における
組織の透明度に変化がなく，組織の脱色も確認さ
れなかった（Fig. 1G）．筋肉については，筋肉組
織は透明化されていたものの，付着している皮膚
および鱗部分では透明化は確認されなかった（Fig. 
1H）．
ゴマアイゴ幼魚の組織（脳，心臓，脾臓，肝臓，

腸，えら，眼球，筋肉）に ScaleCUBIC-１及び
ScaleCUBIC-2による液浸処理を行い，処理前（0
日目）および処理後（5日目）における透明化の
程度を比較した．その結果，脳（Fig. 2A），心臓
（Fig. 2B），腸（Fig. 2E），およびえら（Fig. 2F），
において組織の透明化が確認され，良好な透明サ
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ンプルが得られた．脾臓（Fig. 2C）と肝臓（Fig. 
2D）においては脱色が見られ，組織表面や縁辺
部の透明化が確認されたものの，組織深部を透明
にすることはできなかった．眼球では処理前後に
おける組織の透明度に変化がなく，組織の脱色も
確認されなかった（Fig. 2G）．筋肉については，
筋肉組織は透明化されていたものの，付着してい
る皮膚および鱗部分では透明化は確認されなかっ
た（Fig. 2H）． ま た，ScaleCUBIC-1に 続 い て
ScaleCUBIC-2処理によって組織内の屈折率調整
がなされたものの透明度に明確な変化は見られな
かった（Fig. 3）．
ルリスズメダイ成魚の組織（脳，心臓，脾臓，

肝臓，腸，えら，眼球，筋肉）に ScaleCUBIC-１
による液浸処理を行い，処理前（0日目）および
処理後（5日目）における透明化の程度を比較した．
その結果，ゴマアイゴ幼魚の組織の結果と同様に
組織の脱色が確認され透明度の高いサンプルが得
られたが（Fig. 4A, B, E, F），いくつかの組織では
透明度が不十分もしくは脱色されない組織が確認
された（Fig. 4D, G, H）．また脾臓においてはヤイ

トハタの結果と同様に，十分な透明化が見られた
（Fig. 4C）．
上記の 3種の透明化した組織すべてにおいて，

ScaleCUBIC-１による組織の膨張が確認された．
小型個体の全身透明化　ゴマアイゴ幼魚とルリ

スズメダイ成魚の鱗・皮膚を除去した個体（Fig. 
5A, 6A）と鱗・皮膚を除去しない個体（Fig. 5B, 
6B）に ScaleCUBIC-1による液浸処理を行い，処
理前（0日目）および処理後（14日目）における
透明化の程度を比較した . その結果，鱗・皮膚を
除去した個体では，露出している筋肉部分におい
て骨格や反対側が透過できるほど透明化された
（Fig. 5A, 6A）．また鱗・皮膚を除去しなかった個
体においては，鱗・皮膚部分の脱色・透明化は確
認されなかったが，表皮を通して内部がわずかに
透けて見えた（Fig. 5B, 6B）．また，処理後に得ら
れた試料の組織を摘出し，組織透明化処理を行っ
た各組織との比較を行った．その結果，組織透明
化処理したものに比べて腹膜内の内臓組織の透明
度が低かった．

Fig. 1.　Transmission images of tissues in the Malabar grouper (A; brain, B; heart, C; spleen, D; liver, 
E; intestine, F; gill, G; eye, H; muscle) treated by ScaleCUBIC-1. Left side and right side images show 
tissues before treatment (0 day) and after treatment (14 days), respectively. Scale bar = 1.0 cm.
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考 察

近年，マウスの脳全体を透明化できるいくつか
の手法が開発されている（Dodt et al., 2007；Hama 
et al., 2011；Chung et al., 2013；Susaki et al., 2014）．
これらの手法の多くは脂質の除去と屈折率の均質
化に工夫がみられるが，その理由は脂質が光散乱
の原因となり，脳深部のイメージングの障害とな
るためである．脳以外の組織にこれらの手法を適
用する場合，光散乱の低減に加えて，内因性の発
色団（主に血液中に含まれるヘモグロビンとミオ
グロビン，またはメラニン）よる可視光（400–
600nm）の遮断も脱色によって低減する必要があ
る（Tainaka et al., 2014）．CUBIC法はヘモグロビ
ンのヘムを溶出できるため，血液を多く含む臓器
の脱色が可能である（Tainaka et al., 2014）．
本研究では，CUBIC法が魚類の組織（器官）

や様々な魚種に適用可能かどうかを調べた．固定
した試料を ScaleCUBIC-1試薬に浸漬した結果，
本研究で用いたいずれの魚種でも脳，心臓，脾臓，
肝臓，腸，えら，そして筋肉において組織の透明

化・脱色が見られた．これに対し，眼球と筋肉に
付着している鱗・皮膚部分の透明化と脱色は確認
されなかった．これらの結果は ScaleCUBIC-1が
魚類の多くの組織の透明化に有効であることを示
している．ヤイトハタやゴマアイゴの肝臓では透
明化は組織表面や縁辺部のみに認められ，組織深
部まで及ばなかった．この結果は，透明化試薬が
組織深部に達しておらず，透明化できていない可
能性がある．Tainaka et al.（2014）は，マウスの
ScaleCUBIC-1透明化処理において，透明化試薬
への浸透時間が試料の透明度を左右することを報
告している．透明化試薬への浸漬時間を長くすれ
ば組織の高い透明度が期待されるが，組織の膨張
などによるサンプル劣化する弊害も指摘されてい
る（Hama et al., 2011）． 本 研 究 に お い て も，
ScaleCUBIC-1による試料の膨張が確認された．
Hama et al.（2011）はマウスの ScaleCUBIC-1透明
化処理において試料の膨張したことを報告してい
るが，本研究では眼球と皮膚・鱗を除くすべての
試料において膨張が確認された．また，Advanced 
CUBICのプロトコール（Susaki et al., 2015）に従い，

Fig. 2.　Transmission images of tissues in the goldlined spinefoot (A; brain, B; heart, C; spleen, D; liver, 
E; intestine, F; gill, G; eye, H; muscle) treated by ScaleCUBIC-1. Left side and right side images show 
tissues before treatement (0 day) and after treatment (5 day), respectively. Scale bar = 1.0 cm.
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ScaleCUBIC-1の 脱 脂・ 脱 色 の 処 理 に 続 い て
ScaleCUBIC-2透明化により組織内の屈折率調整を
行ったが透明度に明確な変化は確認されなかった．
これは，ScaleCUBIC-1が持つ屈折率（RI = 1.43）
でも組織内に対して屈折率調整に働き，十分な透
明度が得られるためと考えられる．このことから，
本種において ScaleCUBIC-1に続く ScaleCUBIC-2
処理が試料の透明度に与える影響は少ないと考え
られる．しかしながら，本研究では組織の透明度
に着目しており，屈折率の評価は行なっていない．
そのため，ScaleCUBIC-1のみで十分な透明化結
果が得られた試料では，ScaleCUBIC-2による屈
折率調節は透明度に影響を与えない可能性も十分
に考えられる．これは ScaleCUBIC-1による脱脂・
脱色の程度が試料の透明度に大きく関わっている
ことを示している．そのため，ScaleCUBIC-1に
よる処理で透明度が不十分な試料は ScaleCUBIC-2
による屈折率調節を行っても透明度の向上は見込
めない可能性がある．したがって，ScaleCUBIC
試薬を用いた，魚類の組織透明化においては

ScaleCUBIC-1による十分な脱脂・脱色処理が最
終的な試料の透明度に影響すると考えられる．し
かし，透明化処理をした試料を光学顕微鏡などで
のイメージングに使用するのであれば，必要に応
じて ScaleCUBIC-2による屈折率調節を行うこと
が好ましいと思われる .
本研究で用いた魚種の眼球と鱗・皮膚では組織

の透明化と脱色は見られず，充分な透明化標本を
得ることができなかった．マウスにおいても眼球
の脱色は困難であった（Tainaka et al., 2014）．眼
球に含まれる内因性の光吸収物質であるメラニン
色素は，酸化や重合の多段階反応によるチロシン
由来の色素であり，可視光の範囲内において高い
光吸収能力を保持している（Horecker, 1943；
Weissleder, 2001）．またメラニン顆粒は強力な光
吸収だけでなく，その大きさや屈折率の高さから
強い光散乱体の要因ともなる（Tuchin, 2015）．現
段階でメラニン除去のための効率的なプロトコル
は報告されておらず，組織透明化のための残され
た課題である（Susaki and Ueda, 2016）．したがって，

Fig. 3.　Transmission images of tissues in the goldlined spinefoot (A; brain, B; heart, C; spleen, D; 
liver, E; intestine, F; gill, G; eye, H; muscle) treated by ScaleCUBIC-1 and ScaleCUBIC-2. Left side 
and right side images show tissues after ScaleCUBIC-1 treatement and ScaleCUBIC-2 treatment, 
respectively．Length of a side = 0.5 cm.
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Fig. 4.　Transmission images of tissues in the sapphire devil (A; brain, B; heart, C; spleen, D; liver, E; 
intestine, F; gill, G; eye, H; muscle) treated by ScaleCUBIC-1. Left side and right side images show 
tissues before treatement (0 day) and after treatment (5 day), respectively. Scale bar = 0.5 cm.

Fig. 5.　Transmission images of whole body in the goldlined spinefoot (A; with scale and skin, B; without scale and 
skin) treated by ScaleCUBIC-1. Left side and right side image show whole body before treatement (0 day) and after 
treatment (14 day), respectively. Arrow indicates backbone through the decolorized tissue. Scale bar = 1.0 cm.
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ScaleCUBIC-1試薬では魚類におけるメラニン色
素の脱色を行う場合においても，マウスと同様に
限界があるのかもしれない．
本研究では小型魚類（ゴマアイゴ幼魚やルリス

ズメダイ成魚）の全身の透明化を試みた．本研究
で用いた小型魚類は光吸収性色素胞や光反射性素
胞などを持ち，鱗・皮膚を除去していないサンプ
ルの透明化度は低かったが，鱗・皮膚を除去した
サンプルの透明化度は高かった．Ohnuma et al.
（2017）は赤色素胞だけをもつキンギョを用いて
鱗や皮膚を除去しないで全身の透明化に成功して
いるが , メラニン色素を持つ眼球を透明化するこ
とはできていない．したがって，扁平な小型魚で
あれば ScaleCUBIC-1試薬を使った全身の透明化
は可能であるが，全身透明化に鱗や皮膚の除去作
業が必要な場合があり，鱗や皮膚内における黒色
素胞の含有程度によって判断する必要があろう．
本研究では全身透明化の試料から摘出した腹膜内
の内臓組織の透明度が組織透明化による組織の透
明度の結果に比べ低かったことから，鱗を含む表
皮組織や膜組織は透明化試薬の浸透を妨げること
が示唆される．ScaleCUBIC-1試薬液浸による全
身の透明化処理を行う場合，表皮組織や膜組織を
できるだけ除去してから処理すべきであろう．
本研究において，CUBIC法は様々な魚種に適

用可能であることが明らかとなった．しかしなが
ら，哺乳類で行われている処理手順が魚類の透明

化にそのまま応用できないことも明らかとなった．
CUBIC法の試薬を用いた魚類の透明化を行うに
は , 魚種や試料の大きさ・強度に応じた処理方法・
液浸時間の検討が必要となろう．透明化処理され
たサンプルは，従来の切片を用いる 2次元的アプ
ローチだけでなく 3次元的アプローチを可能にす
る．近年 , 哺乳類だけではなく植物にも透明化処
理を施すことによって細胞レベルでの三次元イ
メージングが報告されている（Kurihara et al., 
2015；Palmer et al., 2015）．本研究では脳組織にお
いても十分な透明化が見られたことから，共焦点
顕微鏡や 2光子励起顕微鏡を併用することにより，
脳神経ネットワークの解明を始めとする，1細胞
解像度によるイメージングに基づくシステム生物
学などの新しい研究が，今後魚類においても展開
されていくことが期待される．
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